
□結婚記念日 大森 寛 佐藤 守幸

老田 正道 宮本 和彦

□配偶者誕生日 堀越 賢二

2013年10月24日 第2404回

□ソング：奉仕の理想

□ゲスト：竹原市立竹原中学校長 斎藤美由紀様

□特別スマイル

・地区大会で米寿と48年皆勤出席を祝って頂きま

した。 （円山啓壮）

・健康であったこと、会員の皆様の友情で42年出

席出来たものです。これからもご指導宜しくお

願いします。 （菅 義尚）

・月見例会、皆様のご協力で盛会の内に終えるこ

とが出来ました。感謝申し上げます。

（中川康子）

・第363回たけの子会ゴルフコンペで優勝させて

頂きました。パートナーの皆さん有難うござい

ました。 （荒谷隆文）

・10/17月見例会、遠路お運びくださいまして誠

に有難うございました。皆様にご協力を頂き厚

くお礼申し上げます。 （本庄純夫）

・斎藤校長の卓話を聞くことが出来ました。念願

叶い幸いです。 （堀越賢二）

・10/19暴力団追放市民総決起集会への参加を忘

れました。 （木村安伸)

幹事 堀越 賢二

・2014-15年度ガバナー補佐の任命について

ガバナーエレクト 金子克也

Ｇ9ガバナー補佐 広島空港ＲＣ 森崎正春様

・Ｇ9会長幹事会・新年懇親会ご案内

ガバナー補佐 元廣清司

日時 平成26年1月20日(月)

場所 西山別館

・11月7日,28日の例会会場は2階飛鳥の間です。

会長 木村 安伸

本日の例会は、「外部卓話」の日ですので、当会

場に竹原中学校長の斎藤美由紀先生をお招きして

います。斎藤先生には、大変ご多忙のところよう

こそ竹原ロータリークラブにお越し戴きまして誠

に有難うございます。後ほど、斎藤先生に卓話を

お願い申し上げています。

さて、本年度もかなり経過しまして既に第2四半

期に入っています。各委員会では、担当理事、委

員長以下全員で活動計画の確実な実践に向けてそ

の都度会合を開き、効果的に目標を達成して頂き

ますようお願い致します。中でも、本年度沖田ガ

バナーの運営の重点方針にRIの奉仕活動とロータ

リー財団の補助金活動の一元化および未来の夢計
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本日のプログラム １１月７日 次週のプログラム １１月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

ロータリー財団・米山記念奨学委員会

担当例会 （18:30～）

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか

【２０１３年１０月２４日 第２４０４回例会記録】

【２０１３年１０月３１日 第２４０５回例会記録】



画の確実な実行が掲げられています。

当クラブでは、これを受けて奉仕プロジェクト委

員会が中心となって、竹原市内４中学校の生徒を

対象にした「デートDV」の講演会の実現に向けて

計画を進めていて、ロータリー財団委員会と合同

で初の新地区補助金申請を行います。

会員皆様のご理解とご協力をお願い致します。

これで会長の時間を終わります。

会長 木村 安伸

クラブ細則第3条に則り、臨時総会を開かせて頂

きます。議長は細則に基づき私が務めさせて頂き

ます。議題は次年度役員に関してでございます。

クラブ細則第3条第１節に則り、竹原ロータリー

クラブ次年度役員指名委員会の設置をお願い致し

ます。指名委員会には、次々年度の会長、そして

幹事、会計、理事5名の指名を求めます。指名委

員会は、クラブ細則に則り、直前会長と遡る4名

のパスト会長との計5名で構成し、直前会長を委

員長とします。

従って、委員長は荒谷会員、委員として下山会員、

佐々木会員、中川会員、土居会員、以上の5名で

ございます。以上、皆様ご承認頂けますでしょう

か。 どうも有難うございました。

荒谷委員長は、11月28日の年次総会に於いて指名

委員会の選考結果をご報告下さい。宜しくお願い

致します。

これを以って臨時総会を終了させて頂きます。

□50周年実行委員会 委員長 本庄純夫

10月3日第2回50周年実行委員会委員長会議で協議

し、10月10日の理事会において提案審議承認とな

りました事項についてご報告します。

記念式典の開催日：平成26年11月15日(土)、会場：

大広苑、登録料：会員10,000円、同伴者5,000円、

特別積立金：3,000円/月、来月11月～26年10月迄

12ヶ月。50周年に円山会員より40万円、原田会員

より40万円の特別寄付金頂きましたので御披露し

ます。高額のご寄附を頂きまして実行委員会を代

表し深く感謝し厚く御礼申し上げます。

各委員会に於かれましては委員会活動を十分行っ

て頂き、50年の意義と認識を十分にもたれ、委員

会全員で良く練り合わせて頂きたいと思います。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈勝也

ポリオの募金バザーの出店が今週日曜日に行われ

ます。バザーへのご提供有難うございました。ま

だまだ募集しておりますので宜しくお願いします。

ポリオの募金へもご協力お願いします。

子どもの光・可能性をどう伸ばすか

～カウンセリング・マインドの視点を通して～

竹原市立竹原中学校

校長 斎藤 美由紀様

改めまして皆様こんにちは。

ご紹介頂きました竹原中学

校校長の斎藤美由紀でござ

います。本日はこのような

会にお声を掛けて頂き本当に有難うございます。

ラジオ体操も久しぶりにしましたし、ほのぼのと

した雰囲気の中で食事を頂き、とても温かくお迎

え頂きましたこと心から感謝申し上げます。私は

広島市から通い、竹原中学校長として三年目を迎

えております。

様々なところで中学生は沢山の失敗をしながら

又大きな成長を遂げながら中学校の三年間を送っ

ている状況です。皆様方にはどうか温かく子ども

達を見守って頂きまして、子どもの過渡的な様々

な変化を見届けたり、見守って頂きたいと思って

おります。

私の与えていただく時間の中で、十分なことがお

伝えできるか分りませんが、子どもを一緒に育て

る、人を育てることに携わる立場として、自分の

思いや願いをお話させて頂きたいと思います。本

日はどうぞ宜しくお願い致します。

本日のタイトルを「子どもの光・可能性をどう伸

ばすか ～カウンセリング・マインドの視点を通

して～」とさせて頂きました。

私たち教育関係者は、裏付けられた根拠・理論を

持ち、誰に聞かれても間違えのない言葉を子ども

達へ伝えなければいけません。

私は昭和50年代後半新規採用され、全校生徒1400

名の某中学校で教職をスタートしました。

その中学校では4年間で6名の子どもが命を落とす

と云う大変厳しい環境でした。原因はシンナー・

薬物等です。大変厳しい時代に先輩の教員と共に、

子ども達と向き合う厳しい状況でしたが、対処、

対処と云う後手後手の生徒指導でした。

未然に防げる教育をしたいと暗中模索しながら、

平成に入って私はこれに出会いました。「生徒指

導の人間観・生徒観」です。これには七つあるの

ですが４つをご紹介します。

「生徒指導の人間観・生徒観」

〇人間はみな、かけがえのない存在である

○人間はみな、自由意思によって自己決定できる

存在である

○人間はみな、潜在的な可能性をもった発展的な

存在である

○人間はみな、社会の一員として大切にされる存

在である

さて、一人一人の子ども達の小さな光（可能性）

を見つけ出す手立てとして沢山の事があると思い



ます。私は後手後手、そして子供たちの問題行動

のよくないことばかりを見ていたのですが、自ら

が子どもの可能性を見つける為には自分は勉強し

ないといけない思い、あるものに出会いました。

それは「育てるカウンセリング」です。

関東の筑波大学の夜間部へ広島から月に二回程通

い、育てるカウンセリングを学びました。講義を

受け、国分康孝先生と出会い、育てるカウンセリ

ングは「気付かせる・教える・育てるんだ」と学

びました。先ず、教えて、気付かせて、育てる。

いけない、いけないという指導ばかりでなくて育

てるカウンセリングは相手の話をしっかり聞くこ

とが重要です。

子どもを目の前にすると、あのね、でもねと、自

分の言いたいことを言ってしまいます。しっかり

聞くという事は難しいことですが、一人の人間を

尊重尊厳するのであれば大切だと思います。

私はカウンセリングマインドの定義を考えました。

「育てるカウンセリングの代表的な対人関係姿勢。

一人一人の存在を大切にし，情緒感情交流に心掛

け，相手の気持ちを理解すると同時に，寄り添い，

出来る限りの支援援助についてかかわり切る心身

一如の姿勢。」

子どもにやる気を起こさせる・なくさせるのは対

応次第です。やる気は光の「点火剤」です。大人

や教師や私たちが子どもの心にどのように火をつ

けてあげるかがとても大事だと思います。

①すぐその場でほめる。

②ほめたときに自分の気持ちも伝える。

「嬉しかったよ」「感動した」「勇気がある」等

③何がどのように良いのかきちんと指摘する。

④嬉しそうにほめる。自分の喜びも伝える。

⑤事実を言葉で示し，何に気づき，どう改善すれ

ばよいのかを教える。

⑥良い所を結び付けて，将来への楽しみを伝える。

⑦記録に残し，何度もほめ，励ます。

では、子ども達の見えてきた光をどう伸ばすか。

人を理解することは、その人の心の奥にある、願

い、喜び、悔しさ、自分は頑張ったと云う自信・

誇り、そして寂しさ、様々なものを共有すること

が大切なんだと思います。共有と云うことは難し

いことではありませんが、過剰な配慮、過剰な係

わり合いは相手にとっては苦痛かも知れません、

そのバランスを考えて接する難しさはありますが、

一緒に共有するというのは、振り向けば自分を見

守ってくれている人がいると思えるだけで、生き

ていけるのではないかと思います。

私の大好きな孔子の言葉「視・観・察」

・其のなすところを視

・其のよるところを観

・其の案ずるところを察すれば

人いずくんぞかくさんや

その人の言動や行動を視て、その行動の理由・背

景を鋭く観、その人がどうすれば落ち着く、どう

すれば安心できる状況になるか想像でき、その人

の願いや思いが分るのではないか。行動や心を見

て、その人の願いを感じ取れれば、その人を受け

入れることが出来るのでないかと云うことです。

子ども達の自発的行動を見つけ励ますポイントは、

①おおいに褒める

②子どものペースを大事にする

③やりたい時にはとことんやらせる

④少しの失敗を恐れず失敗の原因を考えてあげる

こういう視点を持つことで、指示待ちっ子を少し

でも減らし自らが行動できるようになるのではと

思います。

後に、『遠くを見ないと途から外れてしまう、

近くを見ないと転んでしまう。直そうとするな

判ろうとせよ』

私の恩師である国分康孝より頂きました。

深い意味があると思います。これからも一つ一つ

励んで参りたいと思います。今後共宜しくお願い

致します。

地区大会において、円山会員は米寿の御祝、100

％連続出席48年を受けられ、菅会員は100％連続

出席42年の表彰を受けられました。

《出席報告》

会員数３４名 出 席２４名 メイク ５名

欠 席 ３名 免 除 ２名 出席率９１．１８％



2013年10月31日 第2405回
職場例会

アヲハタ（株）ジャムデッキ

□ソング：我等の生業

□ゲスト：アヲハタ（株）経営本部 総務部

広報企画マネージャー 田中 道彦様

会長 木村 安伸

去る２７日（日）開催されたぶちぇぇ竹原まつり

に出展した「ポリオ撲滅のためのバザーおよび募

金活動」は、所期の目標を達しました。

当日ご協力を頂いた10名余りの会員と重友さんに

深く感謝致しますと共にバザー商品をご提供下さ

いました全ての会員に厚く御礼申し上げます。

詳細は、後日朝比奈社会奉仕委員長から報告して

頂くことにします。

さて、職業奉仕月間 終日の本日、田中会員のお

世話でここアヲハタ株式会社さんを訪問しての

「職場例会」です。受け入れて戴きましたアヲハ

タさんに、厚く御礼申し上げます。

会員の事業所訪問は、職業奉仕に対する理解を深

め、今後会員の職業奉仕の実践に役立つこととな

ります。

昼食後工場内のジャムデッキに移動して、アヲハ

タさんが地域・社会から好ましい存在として信頼

され、より良い企業・市民となると共に製品が

高の品質となることを追求され、なお且つ、日々

の食卓の豊かさと潤い、健康に貢献することを目

差されている様子を学ばせて戴きたいと存じます

ので、宜しくお願い致します。

アヲハタ（株）経営本部総務部 広報企画

マネージャー 田中 道彦様

会社の概要を簡単に説明させて頂きますが、本日、

10月31日は私共の決算期で年度末になっておりま

すので工場の稼動を止めて棚卸しを行っている関

係で、実際に皆様に動いているラインを見て頂け

ないのは残念なのですが、後程ビデオの映像でご

覧頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

これからご案内させて頂くジャムデッキは昨年4

月にオープンし、累計で23,000人ぐらいお越し頂

いております。海の近くということで船のデッキ

をイメージした作りで『アヲハタジャムデッキ』

という名前となっています。

―ジャムデッキへ会場を移動―

総務部長 中野 一司様

本日は弊社へお越し頂き誠に有難うございます。

施設のご紹介を簡単に説明させて頂きます。

こちらの施設はアヲハタジャムデッキと申しまし

て、昨年4月5日にオープンした施設で、ちょうど

1年半経過した施設になります。

創業80年を記念して、ジャムがＰＲできるような

施設を作りたいという目的で、こちらの施設を作

りました。ただこちらの建物自体は、つい2年位

前までは実際の工場の生産設備で使っていたもの

です。簡単に云うと天井を抜き、床を張り替えた

ものです。それまではジャムの製造をやっていた

工場そのものになります。腰壁等も当時は青色で

したが今は白色に塗り替えてそのままを残してい

ます。

お陰様で会館1年経過したところで15,000人弱の

方にお越し頂き、ジャムを作って頂いたり、ジャ

ムの歴史を見て頂いたりとご活用して頂いており

ます。

ビデオ鑑賞後、数種類のジャムの試食を楽しみ、

お土産を頂きまして職場例会を終えました。

ご協力頂きましたアヲハタ株式会社様、田中幸俊

会員へ御礼申し上げます。

《出席報告》

会員数３４名 出 席２３名 メイク ６名

欠 席 ３名 免 除 ２名 出席率９１．１８％


